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 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ 

情報を配信します。 

  

■--  目  次  --■------------------------------------------------ 

  

【1】大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料出張経営相談会を実施しています 

   （岸和田市施策） 

 

【2】ふるさと寄附の『お礼の品』提供に関する事業者向け説明会 

  （岸和田市施策） 

 

【3】創業セミナー ～夢に挑戦・めざせ起業家～（岸和田商工会議所） 

 

【4】第６回創業グリップ Day！夢の創業をやさしくサポート!  

  （大阪信用保証協会） 

 

【5】知財のミカタ ～巡回特許庁 in KANSAI～（特許庁） 

 

【6】大阪府版平成 29 年度女性活躍シンポジウム（厚生労働省） 

 

【7】第 6 回大阪 880 万人訓練の実施について（大阪府） 

 

  

■--  各 情 報  --■---------------------------------------------- 

【1】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています 

              （岸和田市施策） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市と大阪府よろず支援拠点は合同で、毎月原則第１、３水曜日岸和田市 



内にて、企業の皆様のための無料経営相談会を実施しています。経営に関するこ 

とでお悩み事がありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。 

何度でも無料でご相談いただけます。 

 ※大阪府よろず支援拠点については、下記よりご覧ください。 

  http://www.yorozu-osaka.jp/ 

  

日 時：［日程］９月６日(水)、９月 20 日(水) 

    ［時間］10：00～10：50、11：00～11：50、13：00～13：50 

        14：00～14：50、15：00～15：50、16：00～16：50 

場 所：岸和田市役所(岸城町 7-1)［９月６日(水)] 

    岸和田市立産業会館(別所町３-13-26)［９月 20 日(水)］ 

参加費：無料(何度でも) 

申 込：産業政策課まで電話（Tel:072-423-9485） 

問 合：岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当 

    Tel:072-423-9485（商工振興担当直通） 

  

 

【2】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

     ふるさと寄附の『お礼の品』提供に関する事業者向け説明会 

              （岸和田市施策） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 ふるさと寄附のお礼の品として、岸和田市内で栽培、加工、製造等をしている 

商品や、市内で体験できるサービスで、岸和田市の魅力を伝えることができるも 

のをご提供いただける市内事業者さんを募集しています。 

  

日 時：平成 29 年９月 27 日（水）14 時～16 時 

場 所：岸和田市立産業会館（岸和田市別所町３-13-26） 

内 容：ふるさと寄附事業の協力事業者募集について 

対象者：市内に事業所等があり、岸和田市ふるさと寄附事業に関心がある 

    地元事業所関係者 

参加費：無料 

申 込：９月 20 日（水）までにメール・ＦＡＸ・ＴＥＬいずれかにて、 

    『事業者名』と『参加人数』をお知らせください。 

    ※当日参加も可能ですが、できるだけ事前にお申し込みください。 

問合先：岸和田市 企画調整部 企画課 

      〒596-8510 岸和田市岸城町７-１ 



       TEL：072-423-9493 FAX：072-423-6749 

      メール：kikaku@city.kishiwada.osaka.jp 

 

 

【3】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   創業セミナー ～夢に挑戦・めざせ起業家～（岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田商工会議所では、独立開業を志す方や新たに事業を起こしたいと考えて 

いる方々を対象に、「創業セミナー」を開催いたします。独立開業を目指す方か 

ら開業して間もない方まで受講できます。 

※本セミナーは、岸和田市創業支援事業計画の「特定創業支援事業」です。本セ 

ミナーを受けた創業者は、様々な支援制度を活用することができます。 

 

日程・内容：10 月 12 日（木）[経営]創業の心構えとマーケティング思考 

      10 月 19 日（木）[経営]ビジネスプラン作成、ワークショップ 

      10 月 26 日（木）[販路開拓]販売促進活動の考え方・実施方法 

      11 月２日（木）[財務]必要な資金と調達方法並びに事業の見直し 

      11 月９日（木）[人材育成]創業の成功例と人材育成 

      11 月 16 日（木）ビジネスプランプレゼン、ワークショップ 

      各日午後１時 30 分～４時 30 分 

場   所：岸和田商工会議所 

受 講 料：3,240 円(消費税・テキスト代込) 

定   員：30 名（申込先着順） 

申   込：下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸ・郵送・メールにてお申込み 

      ください。 

      ①氏名(フリガナ) ②郵便番号、住所 ③ＴＥＬ、ＦＡＸ 

      ④E-mail ⑤支払方法：９/29(金)迄に〔持参・振込〕 

問 合 せ：岸和田商工会議所 

      〒596-0045 岸和田市別所町 3-13-26 

       TEL：072-439-5023 FAX：072-436-3030 

      メール：koshukai@kishiwada-cci.or.jp ※土、日曜日を除く 

 

【4】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

      第６回創業グリップ Day！夢の創業をやさしくサポート! 

              （大阪信用保証協会） 



                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 起業に役立つ様々な分野の専門家や金融機関との個別相談、創業者向けセミナー、 

特別講演、参加者交流会まで、創業に必要なステップが凝縮されたセミナーです。 

「夢の創業を実現したい」、「創業に関するヒントをつかみたい」という方、 

個別相談、セミナー、特別講演、交流会すべて無料の創業グリップ Day!に参加して 

みませんか。 

 ☆ご来場の方全員に、創業準備に役立つ冊子を差し上げます。 

 

日時: 

 平成 29 年９月８日（金）14:00～18:00（13:30 受付開始） 

 （イベントスケジュール） 

  14:00-14:20 信用保証協会ミニセミナー 

    14:30-15:00 創業計画ミニセミナー 

  15:15-16:45 特別講演「地元で創業！堺の龍旗信から世界の龍旗信に！」 

      ～失敗から成功、創業 26 年で得たもの失ったものを全て話します～ 

         松原 龍司 氏（株式会社龍旗信 代表取締役） 

    17:00-18:00 参加者交流会 

  ※途中入退場自由 

 （相談ブーススケジュール） 

  14:00-17:00 金融機関・保証協会相談ブース 

  14:00-18:00 専門家相談ブース 

  ※相談時間は 1 ブースあたり 30 分 

場所： 

  さかい新事業創造センター ＜Ｓ－Ｃｕｂｅ＞（堺市北区長曽根町 130 番地 42） 

 最寄り駅：地下鉄御堂筋線 なかもず駅（徒歩約 4 分） 

      南海高野線 中百舌鳥駅（徒歩約 4 分） 

参加費：無料 

 セミナー内容・事前予約については次の URL からご確認ください。 

 http://www.cgc-osaka.jp/event/62 

 （特別講演のみ、事前予約受付中です。※定員 50 名） 

問合せ：大阪信用保証協会 経営支援部 創業・保証相談課 

     TEL06-6260-1730    FAX06-6260-1786 

 

【5】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   知財のミカタ ～巡回特許庁 in KANSAI～（特許庁） 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 「自分には関係ない」と思われがちな知財。けれど、ブランドやデザイン、 

技術やノウハウなど、ビジネスを支える多くのものごとは、実は知財なのです。 

「巡回特許庁」では、知財活用の事例やポイントを発信。知財の見方を変え、知 

財をビジネスの味方につけるキッカケをつくります。 

 

日 時：  平成 29 年９月 11 日(月)～10 月 13 日(金)  

会 場：  開催期間中に大阪市内のそれぞれの会場で開催致します 

内 容： 会場場所を含め、詳細は次の URL よりご確認ください 

       http://www.junkai-jpo2017.go.jp/osaka/ 

       （特許庁、近畿経済産業局） 

参加費： 無料 

申込み： 上記 URL よりオンラインにてお申込みください 

問合せ： 平成 29 年度 巡回特許庁運営事務局（(一社)発明推進協会） 

       担当：二見 

            TEL 03-3502-5441 FAX 03-3504-1480 

 

 

【6】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   大阪府版平成 29 年度女性活躍シンポジウム（厚生労働省） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日   時：平成 29 年９月 25 日（月）13 時 30 分～16 時 30 分 

場   所：大阪商工会議所 4 階 402 号会議室 

内   容：第１部 講演会「経営に活かす女性活躍推進」 

      第２部 パネルディスカッション 

          「企業担当者に聞く女性活躍推進の取組の効果」 

      第３部 説明会「女性活躍推進法に基づく行動計画策定・届出、 

          えるぼし認定の取得方法を知る」 

      詳しくはホームページをご覧ください。 

      http://www.josei-suishin.com/seminar/symposium/ 

対 象 者：中小企業経営者・人事労務担当者 

参 加 費：無料 

申   込：ホームページから 

      https://www.josei-suishin.com/seminar/symposium/tabid152.html 

問 合 せ：女性活躍推進センター東京事務局 一般財団法人女性労働協会 

      〒108-0073 東京都港区三田 3－5－21 三田北島ビル 4 階 



       TEL：03-3456-4412 FAX：03-6809-4472 

      メール：suishin@jaaww.or.jp 

 

 

【7】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   第６回大阪 880 万人訓練の実施について（大阪府） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、平成 24 年度より、災害時の人的被害を軽減するとともに、 

府民の皆さまの自助意識を高めることを目的に、「大阪 880 万人訓練」を 

実施しております。 

 今年度で第６回目を迎え、防災週間に合わせて９月５日(火)に実施いたします。 

 この訓練を通じて、府民の皆さまに災害時の初期行動等について改めて 

お考えいただくとともに、各種団体さまにおかれましては、避難訓練など 

の連動訓練等を実施していただき、防災・減災活動を広げるきっかけとして 

いただければと考えております。 

 ご協力のほと、よろしくお願いいたします。 

 詳細につきましては、次の URL をご覧ください。 

http://www.pref.osaka.jp/shobobosai/trainig_top/ 

 

問合せ：大阪 880 万人訓練事務局 

    (大阪府事務局) 

     大阪府政策企画部危機管理室災害対策課災害対策グループ 

     TEL：06-6944-6478 FAX：06-6944-6654 

 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

 岸和田だんじり祭が近づいて参りました。岸和田の浜手では献灯提灯が並び、 

夕方になるとあちこちでだんじりの鳴り物が響いてきます。今年の本祭礼（岸和 

田地区、春木地区）は９月 16、17 日になります。山手地区は 10 月７、８日に本祭 

礼が行われるので、10 月の初旬まで祭の雰囲気を楽しむことができます。 

 引き続き、当メールマガジンのご愛読をよろしくお願いいたします。 

  

------------------------------------------------------------------------ 

  



 編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 商工振興担当 

       Tel：072-423-9485（商工振興担当直通） 

       Email：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

  

  ※ 各情報の詳細や申込については、それぞれの本文中の URL やお問い合せ 

    先までご確認をお願いいたします。 

  ※ 配信先の変更・配信停止、また、ご意見・ご要望等については、上記 

    メールアドレスまでご連絡ください。 

  ※ 岸和田市企業支援メールマガジンは、原則として月に１回の発行です。 

 


